
組　　織 職　　名 氏　　名 備　考

ナカシマホールディングス株式会社 代表取締役社長 中島　基善 出席

株式会社システムズナカシマ 代表取締役社長 中島　義雄 出席

　　　〃 顧　問 久保　博尚 Web参加

　　　〃
専務取締役

（町長特命ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 橋本　幸夫 出席

　　　〃 常務取締役　岡山支店長 沼元　　昇 出席

　　　〃
岡山支店 第３営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

 マネージャー 井上　伸一 出席

　　　〃 システム開発部次長 松本　將邦 出席

帝人ナカシマメディカル株式会社 マーケティング部　課長 山本慶太郎 Web参加

株式会社丸五 代表取締役会長 藤木　茂彦 出席

　　　〃 イノベーション推進部 宇佐美彰顕 出席

岡山トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 梶谷　俊介 欠席

トヨタ自動車株式会社 国内営業部　地域駐在員 橋本　直樹 Web参加

MONET Technologies株式会社 MaaS事業部　Autono-MaaS事業室 立石　俊治 Web参加

株式会社岡山トヨタシステムサービス 常務取締役 小川　邦之 出席

KOBASHI HOLDINGS株式会社 社長室 室長 坂下　翔悟 Web参加

両備ホールディングス株式会社 代表取締役社長 松田　敏之 欠席

株式会社日本政策投資銀行 岡山事務所長 小林　貴史 出席

　　　〃
業務企画部

イノベーション推進室課長 菊池　武晴 Web参加

株式会社中国銀行 代表取締役専務 寺坂　幸治 出席

　　　〃         吉備高原都市支店 支店長 木下　雅博 出席

富士通株式会社 岡山支店 支店長 中原　啓介 出席

　　　〃 宇野　　篤 出席

　　　〃 庄司　政弘 出席

　　　〃 　　　ﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部
シニアフィールドイノベータ
(ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨ推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ総括) 内山　敬太 出席

　　　〃　　　 政策連動ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 マネージャー 河西　寿幸 出席

　　　〃　　　 DXﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ推進室 平賀　典生 Web参加

西日本電信電話株式会社 岡山支店 理事　支店長 西川　智洋 出席

　　　〃 副支店長 前原　慶人 出席

　　　〃 ﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部　ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進担当課長 福田　早希 出席

株式会社ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 岡山支店 支店長 山根　英二 出席

　　　〃                中国支店 営業部 法人営業部門長 糸原　慎二 出席

　　　〃                中国支店 第一法人営業担当課長 遠藤　勝則 出席

全日本空輸株式会社 岡山支店 支店長 常木　尚隆 出席

ＡＮＡホールディングス株式会社
ドローン/エアモビリティ事業化

プロジェクトリーダー 保理江裕己 欠席

空撮サービス株式会社 部　長 高木　　実 欠席

株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業部　部長 小柳　博崇 Web参加

　　　〃
学校ｶﾝﾊﾟﾆｰ　小中学校事業部

　教育支援２課　課長 古村　信明 Web参加

吉備高原都市スーパーシティ推進協議会　出席者名簿

開催日：令和3年3月8日(月)　10：00～12：00                 　　　　　（順不同、敬称略）
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中国電力株式会社　岡山支社 支社長 岡部　恵二 欠席

　　　〃 副支社長 山本　公介 代理出席

中国電力株式会社
経営企画部門　エネルギア創造ラボ

マネージャー 金井　秀紀 出席
中国電力ネットワーク株式会社　高梁ネットワー
クセンター 所  長 大高　光司 出席

株式会社ビザビ
協同組合　岡山情報文化研究所

上席理事 神田　將志 出席

株式会社ウエスコ 代表取締役社長 松原　利直 欠席

　　　〃 業務推進本部　副本部長 兼松　　睦 代理出席

　　　〃 岡山支社　営業部　部長 石川　有治 出席

　　　〃 岡山支社　営業部　 岡部慎太郎 出席

株式会社ﾏﾈｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役社長 小西　啓太 Web参加

　　　〃 事業推進部　副部長 巻田　昌基 Web参加

バーズ・ビュー株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 夏井　淳一 Web参加

      〃 シニアコンサルタント 鈴木　哲也 Web参加

エナジー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 森上　寿生 Web参加

株式会社アインホールディングス 経営企画室企画戦略課課長 金　　順伊 Web参加

パナソニック株式会社 中国支店 支店長 山村　隆章 Web参加

　　　〃　　　　　　 岡山電材営業所 所　長 横山　典明 出席

　　　〃　　　　　　 岡山電材営業所 主　務 松村　哲郎 出席

パナソニック株式会社 ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰ営業部 企画課 西川　弘記 Web参加

そなえ株式会社 代表取締役社長 正野　隆士 出席

国立大学法人岡山大学 理事(研究担当)・副学長 那須　保友 出席

　　　〃 副理事（研究・産学共創担当） 三野　元靖 出席

　　　〃
地域総合研究ｾﾝﾀｰ（AGORA)ｾﾝﾀｰ長
大学院社会文化科学研究科教授　博 三村　　聡 Web参加

　　　〃
研究推進機構 産学連携・知的財産本

部 産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 栢菅　一久 出席

吉備中央町商工会 会　長 芝村　啓三 出席

　　　〃 副会長 藤森　和典 出席

　　　〃 副会長 河原　孝次 出席

　　　〃 事務局長 岡﨑　道雄 出席

吉備高原医療ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 副院長 古澤　一成 出席

国立吉備高原職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 所　長 中村　雅子 出席

国立吉備青少年自然の家 所　長 髙藤　佳明 出席

岡山県総合教育センター 所　長 石本康一郎 Web参加

吉備高原公民館 館　長 山本　悦也 出席

イノベーションヒルズ株式会社 代表取締役 鈴木　　肇 欠席

　　　〃 プロジェクト準備室 井上ゆき美 代理出席

日の上二区（南部住区） 自治会長 藤森　庸司 出席

長坂二区 自治会長 石井　宗孝 出席

吉備高原東西住区 自治会長 中西　竜也 出席

吉備高原北部住区 自治会長 飯塚　  進 出席

（一社）産業人材研修センター 理事長 小長　啓一 欠席

島田法律事務所 代表パートナー 島田　邦雄 欠席
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岡山県 副知事 菊池　善信 出席

岡山県議会 議　長 波多　洋治 出席

隈研吾建築都市設計事務所
建築家

東京大学特別教授・名誉教授 隈　　研吾 Web参加

　　　〃 パートナー 大庭　　晋 Web参加

株式会社高松伸建築設計事務所
代表取締役

京都大学名誉教授 高松　　伸 Web参加

株式会社日本デザインセンター
代表取締役社長

武蔵野美術大学教授 原　　研哉 欠席

　　　〃 秘　書 二本柳　よしの Web参加

吉備中央町 町　長 山本　雅則 出席

　　　〃 副町長 岡田　　清 出席

吉備中央町議会 議　長 難波　武志 出席

　　　〃 副議長 西山　宗弘 出席

　　　〃 議員(総務産業常任委員長) 石井　壽富 出席

　　　〃 議員(民生教育常任委員長) 日名　義人 出席

　　　〃 議　員 成田　賢一 出席

　　　〃 議　員 山本　洋平 出席

　　　〃 議　員 渡邊　順子 出席

　　　〃 議　員 山崎　　誠 出席

　　　〃 議　員 加藤　高志 出席

　　　〃 議　員 河上真智子 出席

　　　〃 議　員 黒田　員米 出席

　　　〃 議　員 丸山　節夫 出席

岡山県総合政策局 政策推進課 推進班 総括参事（推進班長） 草替　隆樹 出席

岡山県県民生活部 中山間・地域振興課
新都市・地域整備班

総括参事（新都市・地域整備班長） 三輪　隆行 出席

　　　〃 主　任 大月　将弘 出席

吉備中央町企画課 課　長 片岡　昭彦 出席

　　　〃 課長補佐 大樫　隆志 出席

　　　〃 主　事 中山　宗也 出席

吉備中央町各課 課長 14名 出席

庁内プロジェクトチーム メンバー 10名 出席

出席予定者117名（出席者94名・WEB出席者23名）　


